【発行日】2018 年 1 月 1 日

ビハーラ通信

の む ら

こう じ

理事長 野村 康治

年 頭 のご挨拶を申 し上げます。
旧年中 は、淡 路介護老 人福 祉施設ビ ハーラ ・ビ ハーラ こ のみ園 （
居
宅介護 ・通所介護 ・訪問介護）・東 淀川区中 部地域包括 セ ンター び
はーら の運営並 び に施設行事 にご支援 ご教導 頂 きました ことより
御 礼申 し上げます。
今後 も 一人 ひとり のお言葉 や日常 のお姿 に気 づきをも って、地域
で安 心し て暮 ら し て頂 け るよう にし て いきた いと思 います。
昨年 の社会福 祉法改 正 に伴 って、従来 の社会福 祉学 ・看護学 の学
識 経験者 に加え、管 理栄養 を専 門 とす る大学 教授 も役員 に 入 って い
ただき、利用者 に ついてより専 門性をも った助言 を いただけ る体制
となり ま した。本年 はまた介護 保険 の改 正もあり ます ので、皆様 方
から のご意 見 と共 に、 総合 的支援 が出来 るよう に努 めさせ て いただ
きます。
今後 ともご教導 、ご協力 の程 お願 い申 し上げます。

親鸞聖 人『顕浄 土真実 教 行 証文類』
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新年あけましておめでとうございます
平成 30 年 4 月には診療報酬・介護報酬のダブル改正があり、介
護保険では①自己負担額の見直し②新しい介護保険施設「介護医療
院」の創設、③新たな「共生型サービス」等が予定されています。
また特別養護老人ホームにおいては、医療ニーズへの対応や自立
支援・重度化予防の推進、外泊時の在宅サービス利用が論じられて

ダーナ友愛訪問

おり、大きな改正となる予定です。
私どもの基本的な姿勢は、支援が必要とされる方に、必要な支援
を行うこと、地域の中で必要なサービスを展開することです。改正
により制度がどれほど変わろうとも、これまでと変わらない姿勢で
事業を運営し、皆さまに安心して「ビハーラがよかった。」と思って
いただけるように日々精進していきたいと考えております。
またこの場をお借りして昨年一年ご協力いただきました家族さ
ま・地域の皆さま・ボランティアさまに御礼申し上げます。
本年も昨年と変わらず引き続き、ご教導賜りますようお願い申し
上げます。
淡路介護老人福祉施設ビハーラ
生活相談員

お話ボランティアてくてく

敬老会

大西 功浩

法話会

夏まつり
お花見会

園芸ボランティア

生花クラブ

さくらんぼクラブ

お食事会

◆今後の行事予定◆
・食事会 1/22（月）
・ダーナ友愛訪問 2/9
（金）

入所・ショートステイのご相談、随時受付しております。
ご見学も随時可能です。
※事前にご連絡いただけますと担当者がご案内・説明させてい
ただきます。
【お問い合わせ】06-6370-5501
【担当】大西 功浩（法人課長・生活相談員）
澤 秀和（介護支援専門員）能村 保行（生活相談員）

ビハーラこ のみ園
居宅介護支援

訪問介護
～ホームヘルパー～
お健やかに新年をお迎えのことと
存じます。

～ケアマネジャー～
介護支援専門員（ケアマネジャー）四名、

皆さまと一緒に新年を迎える事が出
来たことを嬉しく思います。

揃って新しい年を迎えることができました。
担当させて頂いている方々が、できないこと、

おひとり、おひとりの思いを尊重し

しにくいことが少しずつ増えていったとして

“このようにしたい”が実現で出来る
様に支援したいと思っております。皆

も、今年も楽しく生きることができたと思え
るようなお手伝いをせて頂きたいと思いま

さまに寄り添い、笑顔を忘れず頑張り
ます！

す。そして少しでも長く、皆さまと笑顔のあ
るひとときを過ごしたいと願っております。
今年もよろしくお願いいたします。

今年もよろしくお願いいたします。

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

加藤 千惠子
へルパー一同

鈴木 加奈子

通所介護
～デイサービス～

見学・体験利用はお気軽にお問い合わせください。
ビハーラこのみ園（神谷・岸本）

新たな年をともに迎えることができました、今年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。
下記掲載の写真ですが、昨年と一昨年の 100 歳を迎えられた方のお祝いの会の
一場面です。このようなおめでたい時を一緒に過ごすことができて、職員一同大変
喜んでおります。
これからも、お誕生会など楽しい思い出を一緒に作りたいと思っております。
通所介護事業所

神谷

真一

東淀川区中部地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の方々が住みなれたまち
で、安心してその人らしい生活が続けられるよう、さまざまな関係機関と
協力しながら、高齢者の方々を支援する機関です。

～認知症予防教室～

下新庄地域の皆様がご参加くださいました！！
（参加者：67 名）

11/14（火）下新庄老人憩いの家において、
講師に大阪医療福祉専門学校：河野先生を
お迎えして、認知症予防教室を開催いたし
ました。皆さんと笑いながら楽しく、記憶
力トレーニングや体をつかった脳トレを
させていただきました。次回は 12/16（木）
に菅原地域で開催いたします。認知症予防
についてご興味のある方はぜひお立ち寄
りください。ご参加をお待ちしておりま
す。（参加者：67 名）

～ご案内～
12/16（土）『認知症予防教室』
内容：認知症予防体操・脳トレ
日時：14:00～15:30（受付 13:30）
場所：菅原老人憩いの家
住所：東淀川区菅原 3-3-5
申込：不要

1/16（火）『消費者被害防止講演会』
（
講座 の様 子）

内容：流行の手口と対処法について
日時：14:00～15:00（受付 13:30）
場所：新庄老人憩いの家
住所：東淀川区上新庄 2-7-9
申込：不要

職員が地域に出向いて生活へのご不安・介護保険についての疑問などの相談を無料
で受けさせていただきます。もちろんお越しいただいても構いません、お気軽にお
[ここに入力]
問い合わせください。

東淀川区菅原 7-15-14

電話 06-6325-6915

